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LEGO社副社長 独占インタビュー

つくることで学 ぶ LEG O 社が目指 す、
これからの学びスタイル
レゴ ® ブロックは、デンマークで生まれたプラスチック製の組み立てブロックで、全世界において数多くの
愛好家を持つ。レゴブロックによる教育効果は高く評価されており、現在では数多くの教育機関においてレ
ゴブロックを利用した教育教材が取り入れられている。
その中でも近年、
特に注目されている教育教材が「レ
ゴマインドストーム」
である。
今回は、
LEGO Education最高責任者であるJacob Kragh氏に話を伺い、
レゴが考える教育との関わり、
そして
「レゴマインドストーム」
のこれからについて語っていただいた。
自のカリキュラムを開発。
学生や教師に対す

EV3なら、
友だちと遊ぶ時に感じる
"もっとやりたい"という
ワクワク感を持ちながら、
学びを身につけることが
できます。

る、
様々なトレーニングを提供している。
「より多くの学生たちに成功を体験して
もらいたい。そのためのカリキュラム開発
に、
これからも力を注いでいきます」
（Jacob
Kragh氏）
子供だけでなく大人も魅了する

── Jacob Kragh

「レゴマインドストーム」
「レゴマインドストーム」は、遊びながら

LEGO 社 副社長
LEGO Education 最高責任者
Jacob Kragh 氏

ロボット工学が学べる教材として1998年
に発売された。
近年、
若年層を中心にロボッ
ト工学に対する知識や興味が高まっている

LEGO社と教育の関わり
レゴブロックは玩具としてだけではなく、

ぶ）
」を実践する場として、全世界にレゴス

こともあり、そのユーザー数は確実に増え

クールを設立
（日本国内では15カ所）
。
子供

ている。

一つの表現ツールとして全世界に数多くの

の潜在能力を開発するためのカリキュラム

愛好家を持つ。
同時に、
遊びを通して子供の

が実践されている。

「レゴマインドストーム」の目的は、子供
たちがロボットを組み立てたりプログラミ
ングを行ったりして、柔軟な問題解決力や

想像力を高めるものとして、その教育効果
が高く評価されている。
そのため
「発売当初

創造的な問題解決力の育成を目的とした

論理的思考力を養うことである。その一方

より、レゴブロックを教材として提供して

カリキュラムの作成

で、その楽しさに魅了された大人の愛好家

欲しいとの依頼が数多く寄せられていまし
た」
（Jacob Kragh氏）

LEGO Educationが提供する教育、
それ
は
「創造的な問題解決力の育成」
である。

もかなりいる。そのため、
「新型のレゴマイ
ンドストームEV3
（以下EV3）
では、
子供だ
けではなく、ITに造形が深い大人たちにも

その要望に応えるため、L E G O 社は

「まず、目的意識を明確にします。その上

1 9 8 0 年 に 教 育 部 門（ 現 在 の L E G O

で、
見て、
触れて、
考えて、
そして実際にやっ

"WOW"といわせるように工夫を凝らして

Education）
を立ち上げた。
以来、
30年に渡

てみる。
そうすれば、
社会で生きて行くため

います」
（Jacob Kragh氏）

り、LEGO Educationは専門家やパート

に必要となる、問題解決力を実践的に学ぶ

ナーと協力して、世界中の教育者や学習者

ことができます。
私たちLEGO education

実践的な教育教材として

のために実践的なカリキュラムのリソース

は、
そのような教育を提供し、
そして将来的

全世界で利用される
「レゴマインドストーム」

を開発してきた。

には全ての学生たちが成功するように教育

「レゴマインドストーム」は、学生たちが

を変革していきたいと考えています 」

興味を持ちながら工学やプログラミングな

現在では、
LEGO Educationが提供する
学習ツールは、
幼児向けから大学、
さらには
企業研修向けなど多岐に渡っている。
また、

（Jacob Kragh氏）
このような実践的、
創造的な学びを実践す

子供が
「Playful Learning
（遊びながら学

るために、
LEGO Educationは自らが持つ豊

ぶ）
」
「
、Learning by making
（作ることで学

富な知識や人脈などのリソースを活用し独

どを学ぶことができる実践的な教材として、
教育現場からも高い評価を受けている。現

表 紙 裏面に続く

教材紹介
アフレルは、未来をつくる人材育成を支援しています。

EV3のLEADシリーズ
新発売!!
中学校の授業や部活に。大学・専門学校・高専や工業高校の授業や
実習に、直ぐにEV3を導入いただける教材が新登場！

今回のイチオシ

「教科・情報」
「情報技術基礎」ガイドブック

高校情報・工業高校の授業や
実習におススメです。

「教科・情報」や「情報技術基礎」の授業を、教育版レゴ マインドストームEV3と
教育版EV3ソフトウェアを使って実践する教材です。

型番

教師用：LEADSWT

型番

生徒用：LEADSWS

ロボットと情報技術
実習EV3-教育版EV3 ソフトウェア編

ロボットと情報技術
実習EV3-教育版EV3 ソフトウェア編

A4版32頁 フルカラー

A4版32頁 フルカラー

生徒用テクニカルガイド

教師用授業ガイド（指導案付）

4,600円（税込4,968円）

900円（税込972円）

教師用指導案

ロボットの動きでプログラムが見てわかる！
体験型学習だから学習理解度がUP！
●
●
●
●

本格プログラミングを楽しく体験
使用するロボットは教育版レゴ マインドストームEV3
組立てには工具不要
自律型ロボットを動かすことが可能

生徒用ワークブック

これがあるから教えやすい！
●
●
●
●

予想される生徒の反応 ● 評価項目
指導のポイント
● 困った時の対処法
主要な課題のサンプルプログラムの回答例と詳しい解説
サンプルプログラム提供(Webダウンロード)

すぐに授業ができる指導案付きで
授業、実習時間に対応。
※6時間、8時間から選択可能。

● 段階にあわせた課題を用意

（ロボットの性能確認から、
複数のセンサを使う等）

●

書き込み式と
自己評価で理解度UP

さまざまな課題

C言語や
JAVAを
学ぶ教材もあり

大学・専門学校・高専・高校技術、
情報、
ソフトウェア分野の教材をもっと知りたい!

詳しくはWebで アフレル

検索

EV3専用に
開発された
教材です

http://www.afrel.co.jp/

イベント紹介
アフレルは、ロボコンの企画・運営・事務局を行っています。

小・中・高校 生の国際ロボコン
ついに

EV3の導入スタート!!

国際大会は
ロシア!
（モスクワ）

競技
テーマは
「宇宙」!

目指せ
日本代表
金メダル!!

アフレルの教育版レゴ ®マインドストーム ® は、WRO の指定キットです！ 詳しくは WEBで、 WRO
TM

企業エンジニア・学生向けロボコン
～2 部門 3クラス制へ～

新走行体登場！

新走行体 NXTrike 登場!
ギア比選択可能、
ハイスピード、
ウィリー走行もできる!?
優れもの!!
▶初心者も安心の「プライマリークラス」
▶応用技術に挑戦「アドバンストクラス」
▶製品企画開発！「アーキテクト部門」
エンジニア育成のETロボコン

ETロボコンキット販売中！
詳しくは WEBで、 ETロボコン

検索

2014年新たに採用されたNXTrike

各種ロボコン事務局は、
アフレルが 運営しています。
他コンテスト・EV3 の体 験会等のイベント情報は Webでご覧ください

検索

参加者募集!

4/10
（木）
まで

表面から続く

レゴマインドストームが

と考えている。
EV3を使った教育には、
様々

目指す先にあるもの

なスタイルがある。
通常の授業のように、
教

在では、全世界60カ国の教育現場に200

「E V3なら、友だちと遊ぶ時に感じる"

師が講義形式にレクチャーする方法もあれ

万台の
「レゴマインドストーム」
が導入され、

もっとやりたい"というワクワク感を持ち

ば、課題を与えワークショップのような形

小学生の理科や算数の学習、
中学・高校生の

ながら、
学びを身につけることができます。

式で考えさせる方法もある。

情報・プログラミング教育、
さらには大学の

そしてそれは、
学ぶ学生たちだけではなく、

「今後も私たちは、
現場で実際に生徒に対

工学部や企業エンジニアにおける開発プロ

教える先生たちも、楽しく夢中になって取

して教える立場である、先生たちともっと

トタイプとしての活用など、様々な学びの

り組んでもらえるものだと自信を持ってい

コミュニケーションを増やしていく必要が

シーンで利用されている。

ます」
（Jacob Kragh氏）

あります。
そして、
現場の先生たちに向けて、

EV3を使った学びは、
答えを見付けるこ

より多くの情報を提供していきたい。例え

果発表の場としてのロボットコンテストの

とが目的ではない。
「答えを見付けるために、

ば、EV3を使った教育事例などのように、

開催も盛んだ。
その中でも、
全世界40カ国5

試行錯誤を何度も繰り返す。その過程で見

現場の先生方の役に立つ情報を提供してい

万人以上が参加する小中高校生向けの

付かるもの、
全てが学びにつながるのです」

く。それによって教育現場に貢献すること

またマインドストームを使った学習の成

WRO
（World Robot Olympiad）
や全国350

（Jacob Kragh氏）
LEGO Education では、
遊んでいる時

チーム以上が参戦する大学生や企業エンジ

ができれば、私たちにとって非常に喜ばし
いこととなるでしょう」
（Jacob Kragh氏）

の想像力が、より学習効果を高めるものだ

ニア向けのETロボコンなどが有名だ。
インタビュー後記

世界中で、日本中で、一人ひとりのお客様にフォーカスを
小林 靖英

「レゴ」は多くのみなさんがご存知だろうと思います。
私たちとLEGO 社とのお付き合いは 2000 年に開始
した親子ロボット教室の頃からとなります。2003 年に
LEGO Education正規代理店となり、それからずっと
日本におけるビジネス・パートナーとして歩んでいます。
マインドストームは200万台以上が世界で使われていて、
工学、
工業、
技術の教育分野では、どの国に行っても
「レ
ゴ マインドストームを使っている」と言えばお互い通じ
るような、
国際標準機といえるでしょう。
Jacob Kragh氏とのミーティングでは
「お客様にフォー
カスする」ということがよく出てきます。世界中の声、事
例がデンマークに集まり、それが製品、サービスに反映

株式会社アフレル 代表取締役社長

されています。成長著しいアジア、そして技術に優れ教
育水準の高い日本はデンマークから特に注目されてい
るようです。
今回、忙しい来日スケジュールの中、Jacob Kragh氏
がインタビューに応じていただけたことは、ほんとうに
感謝しています。彼の話によると週末は時折
「寿司」を食
べに行っているそうで、デンマークでも
「寿司」はポピュ
ラーで子供たちも大好きだと言ってました。
レゴの製品、サービス、そしてマインドストームに日本
の心意気が取り入れられ、世界中に発信していけるよう、
LEGO社とともに挑戦していきたいと思います。

アフレルでは、お客様への技術サポートに力を入れています。
最新の学校教材カタログをお送りします!!
お気軽にご請求ください。

社員紹介

最新 !!

Webで

も
ご覧い
ただけ
ます
アフレル カスタマーセンター

E-mail

教育支援事業部

カスタマーセンター

春木 賢仁

中嶋 加苗

を担当しています。
教育支援事業部にて、東日本地域
あれば 料理をして
趣味は料理です。自宅では時間が
「学び」をお
います。皆様には、わくわくするような
にお伺いし
手伝いしたいと思っています。全国各地
頑張ります。
て、すてきな提案をお持ちできるように
今後ともよろしくお願いします。

info@afrel.co.jp

2013 年4月に新入社員としてアフレル
に入社し、カスタ
マーセンターで頑張っております！
！主に電話対応や不良
品の交換、
出荷などを担当し、
お客様にご満足いただける
対応を目指して日々邁進しています。
私の働くカスタマー
センターは、
みんな明るく楽しい、
にぎやかな部署です。
少
しでもお困りのことがありましたら、
ぜひともご相談くだ
さいませ。
これからもどうぞよろしくお願いいたし
ます。

お問合せ先

株式会社アフレル

［正規代理店］

［本社・カスタマーセンター］

〒918-8231 福井市問屋町3-111
TEL. 0776-25-0303 FAX. 0776-25-0309 E-mail. info@afrel.co.jp
［東京支社］
〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町2-8 新小伝馬町ビル5F
TEL.03-6661-9251 FAX.03-3249-3741
※オレンジタイムバックナンバーはアフレルのホームページよりご覧いただけます。

アフレル

検索

http://www.afrel.co.jp/

